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摘　　要
　本稿では，気候変動適応策について，特に現在実施されている適応策に対して追加
して実施すべき適応策（「追加的適応策」）に着目し，その理論的枠組みの設定と具体
化を行った。主な成果は，次の 4 点である。
　第 1 に，適応策とは抵抗力の改善であり，抵抗力には適応能力と感受性の二つがあ
る。このうち，追加的適応策としては，感受性の根本改善が重要である。また，短期
的な影響への適応だけでなく，中・長期的な影響に対する順応型管理システムの構築
が肝要である。
　第 2 に，感受性の根本改善を検討するために，影響の社会経済的な要因分析が必要
となる。感受性の要素としては，①土地利用，②社会経済的弱者，③活動の画一性等
の面が考えられるが，さらに影響事例の分析が必要である。
　第 3 に，順応型管理においては，①予測と代替案の設定，②監視と予防，③科学と
政策の連動，④関係者による情報共有と学習が重要である。順応型管理は，これらの
方法をあらかじめ計画しておく点で，単純な PDCA（plan -do -check -act）と異なる。
　第 4 に，地域の主体が気候変動の影響事例を調べ，それを共有することで気候変動
の影響を自分の課題として捉える学習プログラム（「気候変動の地元学」と名づける）
は，地域主体の適応さらには緩和への意識を高めるうえで効果的である。
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1．はじめに

気候変動の適応策は，新しい施策であり，揺籃期
にある。このため，初期採用者による成果が確立し
てくるまで，追随的な採用者は判断を保留しがちで
ある。加えて，これまで緩和策を実施してきたとこ
ろに，もう一つの気候変動対策として適応策を導入
するという状況的特性を持つ。このため，人材や予
算等の行政資源の配分上，適応策に十分な割り当て
がなく，適応策の検討は阻害されやすい。しかし，
こうした状況的特性だけでなく，適応策が持つ性質
が円滑な採用を疎外していることが明らかになって
きた。

2010～2014 年に環境省環境研究総合推進費にて
実施された「S -8 温暖化影響評価・適応政策に関す

る総合的研究（以下，S -8 研究と表記）」においては，
気候変動の地域への影響の予測結果を活用した適応
策のモデルスタディが実施されたが，この検討は決
して容易なものではなかった。その様子は，法政大
学が事務局を務めた「地域適応フォーラム」におけ
るシンポジウムや研修会の地方自治体関係者の資料
から，垣間見ることができる。

例えば，地球温暖化対策部局が庁内関連部局に呼
びかけて適応策の検討会を設置したところ，「将来
の気候変動予測は確定できない不確実な状況下で，
実行計画に盛り込むような適応策が検討できるの
か。」という問いかけがなされたという報告がある。
また，「温暖化対策課はどこまでやるつもりなのか。
施策を並べてとりあえずの形にするだけでよいの
か。」，「環境部局が適応策を取りまとめる意味はど
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こにあるのか（＝各部局の施策の中で適応の考え方
を取り入れれば良いのではないか）」という声も報
告されている。こうした関連部局の反応は他の報告
にも見られ，各地域に共通する課題であったと考え
られる。

このため，S - 8 研究では地方自治体における適応
策の採用における課題分析と課題解消のためのガイ
ドラインを作成した。まず，白井・馬場（2014）1）で
は，適応策の検討に先行する四つの地方自治体の温
暖化対策担当と農政課にインタビュー調査を行い，
適応策の促進要因と阻害要因を体系的に取りまとめ
た。特に適応策の阻害要因としては，適応策の持つ
性質によるところが大きいことが示された。つま
り，将来影響予測の不確実性，不確実性を踏まえ実
施すべき適応策の不明確さが，適応策の円滑な採用
を阻害していた。

法政大学（2015）「気候変動適応ガイドライン」2）で
は，2012 年に第一版を作成した後，関係者との対
話を進め，適応策の受容されにくさを解消するため
の改良を行い，2014 年に第二版，2015 年に第三版
を作成した。第一版及び第二版では，①検討の成果
目標を適応策の基本方針とすることを提案し，②追
加的適応策の具体像を提示した。①については，適
応策に関する意識や情報，ノウハウの形成の状況か
ら “全体計画” を直ちに策定することは障害が多い
ため，当面の適応策検討の成果物は，地球温暖化対
策部局が庁内関連部局とともに共有する “基本方針”
とした。②については，現在発生している気候災害
への対策に対してどのような適応策を追加すべきか
が提示されないと，関連部署の関心や意識を高める
ことが困難であるという状況が確認されたため，現
行施策に対する “追加的適応策” の考え方と具体例
を明らかにした。

ここで，追加的適応策とは，「現在実施されてい
る適応策に対して，追加して実施すべき，あるべき
適応策」のことを指す。

以上のような適応策の行政施策として採用に係る
経緯とを踏まえ，本稿では，追加的適応策の理論的枠
組みの整理と具体化に係る研究成果を取りまとめる。

2．目的と方法

2.1　既往研究と目的
適応策の理論は，日本国内では，環境省（2008）

「気候変動への賢い適応」3），環境省（2010）「気候変
動適応の方向性」4），そして，2015 年に閣議決定さ
れた「気候変動の影響への適応計画」5）に示されて
きた。これらは，行政の施策方針あるいは計画とし
てまとめられたものである。S -8 研究の成果として
は法政大学（2015）「気候変動適応ガイドライン」2）を
作成し，地方自治体における適応策の検討手順を示
すとともに，特に追加的適応策の考え方や具体像の

提案を行った。追加的適応策という視点は，同ガイ
ドラインで初めて示されたものである。同ガイドラ
インの内容をさらに詳細に掘り下げた，追加的適応
策に関連する研究論文が，法政大学及び他研究機関
の研究成果として公表されている 6）。

本稿では，「気候変動適応ガイドライン」2）におけ
る追加的適応策の理論とその具体化に係る研究成果
を整理するとともに，更に今後の研究課題を考察す
る。これにより，追加的適応策に関する行政施策や
それを支援する今後の研究の推進に資することを目
的とする。
2.2　方法

本稿では，S -8 研究の一環として法政大学及び他
研究機関と連携して実施した追加的適応策に関する
既往研究を総合的に整理する。具体的には次の 4 点
を整理し，必要に応じて新たな考察を加える。（1）
で追加的適応策として，「感受性の根本改善」と

「中・長期的影響への順応型管理」という二つの側
面が重要であるという理論的枠組みを整理し，各々
を具体化する研究成果を（2）と（3）で整理する。ま
た，適応策に取り組む主体形成が課題であることか
ら，そのための方法論を開発した研究成果を（4）に
まとめる。

（1）　追加的適応策の理論的枠組みと取組状況
追加的適応策に関する気候変動適応の理論的枠組

み 6）をまとめる。さらに，追加的適応策に関する記
述に関する農業分野の計画の分析結果 7）の成果を整
理し，追加的適応策の取組状況を明らかにする。

（2）　追加的適応策の一側面である「感受性の
根本改善」の具体化

追加的適応策の一つの側面である「感受性の根本
改善」について，具体的な事例での気候変動影響の
要因分析 8），さらに長野県飯田市で実施した気候変
動の地域への影響調べの結果 9）を示し，それらを踏
まえて感受性の根本改善方策の具体像を明らかにす
る。

（3）　  追加的適応策としての「中・長期的な影響
への順応型管理」の具体化

追加的適応策の二つめの側面として重要な中・長
期的な影響への順応型管理について，埼玉県の水稲
について順応型管理の計画を具体化した結果 10）を示
す。さらに，気候変動適応において順応型管理の方
法を採用する意義や従来の計画手法と異なる点を整
理する。

（4）　適応策の主体形成
追加的適応策の検討及び推進において，地域主体

の適応策に関する理解と行動が重要であることを整
理したうえで，地域主体の形成について有効な学習
プログラム（「気候変動の地元学」）について，成果と
今後の課題を整理する 11），12）。
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3．結果

3.1　追加的適応策の理論的枠組みと取組状況
白井ら 6）は，適応策のレベルと影響の時間スケー

ルの観点から実施すべき適応策の方向性を図 1 の
ように整理した。ここでは三つの適応策の方向性を
示しているが，追加的適応策としては，特に「感受
性の根本改善」と「中・長期的影響への順応型管
理」が重要である。

（1）　適応策のレベルと感受性の根本改善との関係
IPCC 13）では，気候変動の脆弱性を「気候変動や

極端現象を含む気候変化の悪影響によるシステムの
影響の受けやすさまたは対処できない度合い，脆弱
性はシステムがさらされる気候変動の特徴，大き
さ，速度と，システムの感度，適応能力の関数であ
る」と定義した。環境省 5）においても，IPCC の定
義を脆弱性の定義として引用している。

これを踏まえて，白井ら 6）は，気候変動の影響は，
温室効果ガスの排出による気候変化（気候外力）の増
大だけでなく，社会基盤施設の老朽化，地域住民の
高齢化等による抵抗力（レジリエンス）の低下によっ
ても顕在化されるという点に注目した。そして，
Komatsu et al.14）が指摘するように，時間軸で考える
と，将来的に気候外力の増加と抵抗力の低下が進
み，その差（これを脆弱性とする）が拡大することに
なる。このため，気候外力の増大を抑制する緩和策
と，抵抗力の低下を改善する適応策の両方からの脆
弱性の改善が必要となる。

さらに，抵抗力には二つの側面がある。一つは適
応能力であり，もう一つが感受性である。適応能力は
適応策を実施する備えや実施能力等であり，感受性
は気候変動の影響の受けやすさである。感受性の具
体例は後述するが，例えば，熱中症を顕在化させる
感受性に係る要因としては，高齢者の増加や独居老
人の増加，近隣の見守り関係の劣化等があげられる。

地震や津波等の自然災害の分野では，災害外力の

程度をレベル 1 とレベル 2 に分け，想定してきた範
囲（レベル 1）を超えるレベル 2 に対する対策の必要
性が提示されてきた。これらは，東日本大震災の経
験を経て，従来対策の限界より高い強度を想定した
対策を打ち出すための考え方である。気候変動分野
では，より長期的にはレベル 2 を超える災害外力の
増加を想定しておく必要があるという視点から，レ
ベル 3 以上の想定を提示している。例えば，日本学
術会議 15）では四つのレベルを提示し，レベル 2 まで
は従来の水災害対策の認識の延長線上にあるが，レ
ベル 3 以上は新たな適応策が必要となるとしている。

以上を踏まえて，白井ら 6）は，気候変動の影響は，
気候外力の低下と抵抗力の低下によって決まる影響
の深刻度から，（気候変動の影響を問わずに）三つの
レベルに分けることができるとした。レベル 1 は対
策により影響を発生させないゼロリスク目指す（こ
とが可能な）レベルである。レベル 2 は，影響が深
刻であり，ある程度の影響の発生が避けられないた
め，一定のリスクを受け入れつつ受容可能な範囲に
留める（ことが可能な）レべルである。レベル 3 は，
影響が避けられずかつ甚大であるため，レベル 1 や
レベル 2 を想定した対策ではリスクが受容不可能に
なるレベルである。

三つのレベルに対応する適応策として，各々に対
応する防御，影響最小化，転換・再構築という考え
方を整理することができる。例えば，水災害の分野
で言えば，防御は防災，影響最小化は減災という概
念に対応するものであり，既に災害対策として取り
組まれている対策である。レベル 3 に対応する転
換・再構築は，土地利用の改変や関係者の合意を必
要とすることから，長期的な視点からの気候外力の
増加と抵抗力の低下を予測し，関係者の理解を得な
がら時間をかけて実施していく漸進的な対応が必要
となる。

抵抗力との対応でいえば，レベル 1 に対応する防
御とレベル 2 に対応する影響最小化は適応能力の向

図 1　実施すべき適応策の方向性．（白井ら 6）より転載）
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上であり，レベル 3 に対応する転換・再構築は感受
性の根本改善である。現状では，レベル 2 までは対
策が取られつつあるが，追加的適応策としてはレベ
ル 3 への対策が重要となる。

以上のような影響のレベルと対応する適応策，さ
らに，感受性の根本改善との関連を表 1 に整理し
た。

（2）　時間スケールと順応型管理の考え方
白井らは，（1）に示したレベルに加えて時間スケ

ールが重要な検討項目であるとして，適応策を確実
性の高い「現在・短期的な影響」への対応と，影響
の程度や発生時期の予測に不確実性を伴う「中・長
期的影響」への対応に分けている 6）。「現在・短期
的影響」への対応には，既に発生してしまった影響
からの回復，現在発生している影響への対策，ある
いは近い将来発生する確率が高い影響への準備（気
象警報システム等）が含まれる。「中・長期的影響」
への対応には，平均気温や平均降水量の増加，大雨
の回数のように気候の傾向が変わる影響への対策
と，最高気温や最大時間降雨量（異常豪雨），最大積
雪深等のような最大値あるいは最小値の変動幅の増
加に対する対策がある。

現在，実施されている適応策は，顕在化している
影響に対するものであり，将来影響予測を必要とす
る「中・長期的影響」への適応策は，追加的適応策
として必要となる。この際，「中・長期的影響」へ
の適応策は，将来を見越して現段階から準備してい
くもの（例：高温耐性の品種開発等）と，現段階では
準備をしておき，状況に応じて実施していくもの

（例：居住地の集団移転等）がある。こうした将来へ
の準備と状況に応じた実施の方法を，“順応型管理”
ということができる。

（3）　追加的適応策の取組状況
行政施策における追加的適応策の検討状況を確認

するため，佐々木ら 7）は，農業分野における温暖化

対策として取り組まれている計画・戦略等を参照
し，適応効果をもつ施策を抽出した。この結果，ほ
とんどの施策は，従来型の農業生産の方法を改善し
ていく施策であった。一方，社会関係資本や農業経
営に踏み込んだ施策（すなわち，感受性の根本改善
に踏み込んだ施策）は少ないことが確認された。ま
た，時間スケールでは，現在影響に対応する施策が
多くみられた。ただし，より先を見据えた技術開
発・予測研究も開始されていることが確認された。

なお，この分析は，2012 年までの農業分野にお
ける関連計画を対象にしている。その後，農林水産
省 16）として，農業分野の適応計画が策定されてい
る。同計画では，適応策の基本的考え方として，

「現時点で影響評価の無いものについても影響評価
を実施することに加え，生産現場での課題への対処
の観点から，今世紀末までの影響評価を踏まえつ
つ，当面 10 年程度に必要な取組を中心に分野・品
目ごとに計画として整理し推進していく。」と記述
している。このように，農業分野での中・長期的影
響への適応策の検討は，今後，強化されていく方向
にあると考えられる。なお，農林水産省 16）を見る限
り，技術対策が中心であり，感受性の根本改善に踏
み込んだ適応策については，さらに検討が必要な状
況にある。
3.2　「感受性の根本改善方策」の具体化

感受性の根本改善に係る適応策を具体化するため
には，気候変動の影響を顕在化させる社会経済的な
要因を明らかにする必要がある。このため，白井ら 8）

は，影響分野毎の影響構造図による整理，影響事例
（アクシデント）の要因分析，住民認知によるミクロ
な社会経済的要因の抽出等を実施した。

（1）　影響分野毎の影響構造図による整理
白井ら 8）では，影響分野ごとに影響を規定する要

因の構造図を作成し，感受性と適応能力に係る要因
を抽出して，分野横断的な整理を試みた。

注）ハードウエアとは設備や構造物，ソフトウエアは制度や情報，ヒューマンウエアは人の意識や関係性を示す。

表 1　気候変動の影響の 3 つのレベルと対応する適応策．（白井ら 6）をもとに作成）

区分 対応する適応策 追加的適応策との関連
レベル1 従来の気候災害，あらゆる対

策を組み合せることで，ゼロ
リスクを守ることができるレ
ベル

防御 ハードウエアを中心に，ソフト
ウエアの効果的な運用等により，
生命や財産を守る

  「適応能力の向上」で対応す
るレベル。防御や影響最小化
という対策は既に実施されて
いる場合が多い。

レベル2 気候変動による自然外力の上
昇等により，ゼロリスクを守
りきれなくなるレベル，受容
可能な範囲のリスクに留める

影響最小化 一定の被害を受けいれ，ソフト
ウエアやヒューマンウェアの整
備により，生命だけは守る，あ
るいは気候災害後の復旧を容易
にする

レベル3 自然外力の上昇や抵抗力の低
下等により，レベル2の定常化
やそれを超える想定外の大災
害が起こるレベル，従来対策
ではリスクが受容不可能

転換・再構築 ハードウエア，ソフトウエア。
ヒューマンウエアの全ての構造
をつくりなおす，例えば気候変
動の影響を受けにくい土地利用
や社会経済構造，コミュニティ
等をつくる

  追加的適応策として重視され
る。現在のシステムや構造に
おける「感受性の根本改善」
を図るものであり，時間をか
ける漸進的な対応となる。
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この際，感受性については生物物理的要因（自然
条件・自然状態，土地利用，人工施設・基盤），社
会経済的要因（活動様式・社会関係資本，社会経済
構造）を，適応能力は技術・知識，制度・施策，意
識・能力を要因の分類軸として整理を行った。感受
性に関する検討結果を以下に要約する。
①　  感受性のうち，土地利用に係る要因が各影響分

野に共通して抽出された。総括的にいえば，土
地利用に係る課題は，「水，大気，熱等の自然
システムの循環を阻害する人工的かつ集積的な
土地利用」にある。水質分野では流域の土地利
用による面源負荷・内水域等への水質汚濁物質
の蓄積が，農業では農地の持つ地力の低下，森
林生態系では生物生息地の分断等が感受性の要
因となっている。熱中症では，高密度化し風の
道を分断した都市空間，水資源（渇水）では流域
の下流に位置することが多い都市への過度な活
動集中，水災害では下流に位置する都市への産
業や居住の過剰な集積が被害を拡大させてい
る。

②　  感受性のうち，活動様式・社会関係資本につい
ては，気候変動の影響が人体に直接及ぶ水災害
と熱中症，感染症については，「気候変動の影
響を受けやすい社会経済的弱者」としての高齢
者単独世帯の増加等という要因が存在する。ま
た，水災害や熱中症では，近隣等のコミュニテ
ィの劣化（社会関係資本の劣化）が脆弱性を高め
る要因となっている。特定品目・品種に集中し
た農業経営では，気候変動による被害が壊滅的
状態を招く可能性があること，また，地域内で
の支え合いや消費者に支えてもらう関係が希薄
な場合に気候変動の被害は農業経営に直撃的な
影響をもたらす。

③　  感受性のうち，社会経済構造については，高齢
化社会の進展，グローバル経済下における農業
及び林業の経営環境の厳しさ等が抽出された。
これらは，感受性を根幹で規定する社会経済の
体力・活力に係る要因である。また，大量生
産・大量消費・大量廃棄型の生産・流通・消費
構造，人の広域移動等，戦後の日本の成長を支
えてきたスタイルが，気候変動の影響を増幅さ
せる可能性がある。

以上の分析を踏まえ，感受性の根本改善のための
方策として，①土地利用の再構築（健全な水・大気・
熱の循環を目指す土地利用政策，都市に集中する地
域構造の再構築），②気候変動の影響に対する社会
経済的弱者への配慮（社会経済的弱者への配慮，社
会関係資本の希薄化の解消），③活動の多様性を高
めること（農業経営の多様化，自助・互助・公助の
多重性）等が重要であると結論づけた。

（2）　影響事例（アクシデント）の要因分析
　（1）で述べた分析は，分野ごとの影響構造図を経

験的知見から作成したものであり，エビデンスを伴
うものではない。そこで，「気候変動適応ガイドラ
イン（2015）」2）では，影響事例（アクシデント）ごと
に要因を掘り下げる分析が必要であるとして，RCA 

（Root Cause Analysis：根本原因分析）を試行した結
果が示された（図 2）。

RCA（根本原因分析）とは，アクシデント等の事例
を系統的に分析し，その根本原因・寄与因子・背後
要因を明らかにし，対策を立案することで再発の予
防を図るプロセスを指す。特に重要な分析プロセス
は，起きた出来事の流れを時間の経過に沿って把握
すること（reconstructing the sequence of events）と，
繰り返し「なぜ」起きたのかという疑問を持つこと

（repeatedly asking “why?”）とされる 17）。
ガイドラインに示された RCA による気象災害の

分析では，山形県村山広域水道受水地域における断
水被害を対象としている。2013 年 7 月 18 日と 22 日
に，水源上流部や浄水場一帯の大雨により原水の濁
度が高くなり，村山広域水道西川浄水場においては
浄水処理能力が追いつかなかったため給水を停止し
たという事例である。これにより，4 市 2 町におい
て断水が発生し，最大で 8 日間，約 5 万 4 千世帯に
影響が及んだ。事後に「山形県村山広域水道浄水能
力強化に関する検討委員会」18）といった報告書が作
成されており，この中の記載情報をもとに RCA を用
い，気象災害の防止に資する対策の抽出を試行した。

この結果，浄水場の浄水能力を強化するハード対
策（施設の改修，取水地点の変更等），災害発生前の
被害防止に繋がりうるソフト対策（モニタリング体
制，給水量の調整等や，災害発生時に被害を軽減す
るソフト対策（他地域との融通策，応急給水計画）
等，幅広い対策を抽出することができた。なお，こ
の分析は，既往の報告書に記述されている情報を基
に導き出された結論であり，これらの情報からは断
定できなかった要因を，更に関係者へのインタビュ
ー等により抽出していく必要がある。

（3）　  住民認知によるミクロな社会経済的要因
の抽出

気候変動の影響に関する社会経済的要因は，後述
する「気候変動の地元学」によっても抽出される。

「気候変動の地元学」では，地域住民等が中心とな
って地域で発生している気候変動の「影響事例調
べ」を行い，その共有化を出発点にして適応策を検
討していく。

白井 9）は，「気候変動の地元学」によるボトムア
ップ・アプローチの利点として，「地域主体でない
と気付かない影響の掘り起こし」，「気候変動の地域
への影響を “自分事化” する地域主体の学習を促す
効果」とともに，「影響事例調べにおいて，影響を
顕在化させる社会経済的要因を抽出することができ
る」ことを指摘している。

例えば，飯田市の影響事例調べの結果では，山間
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地域において，「高齢化や若者不足で点検ができず，
豪雨による道路の寸断に対応できない」等，社会経
済的要因についても地域住民からの回答を得ること
ができている。

また，同市のある地区では，市街地にあって熱中
症患者が多いと回答された。その社会経済的要因と
しては，かつては問屋街であったが問屋のロードサ
イドへの移転が進んだ結果，市内で最も高齢化率が
高い地区となり高齢者の熱中症が多くなっていると
いう説明が得られた。この信ぴょう性は精査が必要
であるが，地域に密着した社会経済的要因を明らか
にし，その要因に応じて感受性の根本改善に踏み込
んだ適応策を実施していくことが期待される。
3.3　「中・長期的な影響への順応型管理」の具体化

順応型管理に係る既往研究と気候変動における順
応型管理の計画の検討結果をまとめる。

（1）　順応型管理の概念や方法に関する既往研究
将来の気候変動の影響に対する適応策については

将来影響の予測に不確実性があり，現在はまだ影響
が顕在化していないため，何も検討しないで様子を
見ることになりがちである。そこで，将来影響の不
確実性を前提にして適応策を検討するプロセスが

「順応型管理」であり，そのプロセスをデザインす
る「順応型管理の計画」が必要となる。

もともとは，順応型管理は自然生態系（エコシス
テム）の分野で提示されてきた。自然生態系管理に
おける順応型管理が単なるモニタリングに基づく
PDCA とは違うとして，宮永 19）は，順応型管理で
は，「自然科学的知見に基づいた仮説設定や生物多
様性モニタリング等がその実施の鍵を握る。また，
政策の実施が事前に設定した仮説の検証となるよ
う，あるいは政策の実施とモニタリングとがパッケ
ージとなるよう，プロセスデザインが施されてい
る」，「順応的管理の本質の 1 つは「科学と政策の連
動」である。これは，「実施してみて，駄目ならま
た違う方法を試せばよい」といった「試行錯誤（trial 

図 2　断水被害の根本要因分析の例（一部抜粋）．（気候変動適応ガイドライン 2）より転載）
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and error）」的発想，あるいは実施後の評価・見直
し結果を次のステップに活かしさえすればよいとい
った「素朴な PDCA サイクル」的発想と明確に区
別する意味でも，より強調されてしかるべきであ
る」と記している。

気候変動分野における順応型管理の検討事例とし
ては，市橋ら 20）は，英国環境庁のテムズ流域の洪水
管理計画 21）を紹介している。同計画では，「高潮と
河川氾濫等，異なるタイプの洪水と幅のある気候変
動予測結果に柔軟に対応できるよう，複数の代替案
が検討され，観測を併用した段階的意思決定が可能
となる計画となっている」と指摘している。

これらの定義を踏まえて，白井ら 10）は，順応型管
理において重要なことは，①予測と代替案の設定，
②監視（モニタリング）と予防，③科学と政策の連
動，④関係者による情報共有と学習，の 4 点である
と指摘した。つまり，気候変動及びその影響を予測
し，その程度に応じた適応策の代替案を設定してお
くこと，そして，気候変動及びその影響の状況を継
続的に監視し，状況に応じて用意しておいた代替案
のうち適切なものを先行的に実施して影響の顕在化
を予防することが，順応型管理の手順となる。ま
た，監視の結果は科学にフィードバックされ，科学
は影響評価の改良を図る。そして，地域の行政関係
者や地域住民，企業は，順応型管理に係る一連の情
報を共有・学習し，各々の主体的な適応に備えてお
くのである。

以上より，気候変動適応における順応型管理とは
「計画時点における気候変動の将来影響予測とそれ
に基づいた政策代替案の設定と評価，実施方針の設
定，将来時点における気候変動影響や代替案の実施
効果のモニタリングとそれに基づく政策代替案の選
択と予防的実施を行うプロセスである」と定義する
ことができる。

（2）　順応型管理の計画の検討例
　（1）の考え方に基づき，白井ら 10）は，埼玉県内の
特定地点における水稲の高温障害への適応策の順応
型管理についてモデル的検討を行った。検討は，①
気候データの将来値の設定，②気候変動の影響に対
する適応策の整理，③気候変動の影響に対する適応
策のメニューの有効範囲の整理，④気候変動の影響
に対する適応策の多面的評価，⑤気候変動の影響に
対する適応策の選択方針の整理，⑥気候変動の影響
のモニタリングと適応策選択の仕組みの計画，とい
う手順で行った。

この検討における重要な 3 点を示す。第 1 に，適
応策のメニューの抽出において，前述の三つのレベ
ル（表 1）を設定し，感受性の根本改善に踏み込んで
適応策のメニューを設定している。これにより，農
作業の改善や技術開発に留まらない経営改善も含め
たメニューが設定されている。第 2 に，将来予測は
気温変化（この場合は気温上昇）の範囲として設定さ
れた。また，各メニューの有効範囲を検討するため
に，シミュレーションによる影響評価がなされた。
第 3 に，適応策メニューについて，実用性から費
用，地域への波及効果等について，定性的であるが
多面的な評価を行い，適応策の実施方針を検討する
基礎資料とした。

この適応メニューの多面的評価結果を表 2 に示
す。有効範囲を検討するためのシミュレーションは
すべてのメニューについて実施したわけでなく，そ
の他の評価結果も経験にもとづく定性的な評価であ
る。この点の改良は更に必要であるが，検討時点で
得られる知見をもとにした可能な評価を行った一例
となっている。
3.4　適応策の主体形成

適応策の主体形成として，「気候変動の地元学」
による実践型学習プログラムを開発し，その理論的
構築を図るための意識構造のアンケート調査と各地

表 2　水稲の高温障害に対する適応策メニューの多面的評価結果．（白井ら（2015）10）より転載）

注）  ○×△は，各適応技術における評価項目毎の評価を示す。〇は評価がよい，× は評価が悪い，△は評価が中程度である。
記号をつけていない部分は評価がわからないことを示す。

適応技術
有効範囲

実用性 公平性
費用 地域波及効果

1℃ 2℃ 3℃ 4℃ 5℃ 初期 維持 支援 経済 社会 環境

レベル 1

作期移動 ○ △
施肥管理の改善や変更 ○ △ △
高度な水利用圃場整備 ○ △ △ △ △ ○
高温耐性品種の導入 × △ △ △

レベル 2
高度な気象予測情報の提供 △ △ △ △ △
品種構成の見直しによるリスク分散 △ △ △

レベル 3

他作物への転換 △ △ △ △
消費者との適応連携システム △ △ ○ ○
適応によるブランディング × △ ○ ○
適応可能な経営体制への転換（感） △ △ ○ ○
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での試行が実施された。
この方法は，長野県環境保全研究所等が気候変動

の地域への影響のモニタリングを実施する際，一般
向けに啓発性を重視して実施する場合と専門的に情
報収集を行う場合で方法を区別していることを踏ま
え，より一般向けに学習性を高める方法ができない
かという観点から企画されたものである。

（1）　気候変動の影響実感と意識構造
気候変動の影響実感が，適応に関する意識・行動

にどのような影響を与えるかを分析するために，長
野県飯田市と関東地域を対象にした二つの住民アン
ケート調査が実施された。

飯田市を対象にしたアンケートは，白井ら 11）に報
告されている。この結果，①飯田市の住民は，ここ
の 10 年間程度の変化として，気温（夏の高温化等），
冬の降雪の変化，夏の健康被害，局地的な豪雨・風
水害等を強く実感しており，この高温化は観測デー
タと一致する傾向であることが確認された。さら
に，②気候変動に関する認知・行動モデルを作成し
た結果，気候変動の影響実感は，直接的に適応行動
の実施度を規定しているのみならず，気候変動の影
響実感は危機認知等を高めることにより，間接的に
は緩和行動の実施度を規定していることが明らかに
なった。加えて，③女性あるいは 60 歳以上は気候
変動の影響実感が高く，関連行動の実施度が高い傾
向にあること，④緩和行動を優先するタイプは気候
変動の地域への影響認知が低く，適応行動を優先す
るタイプは気候変動の原因認知が低い傾向にあるこ
とが明らかになっている。

さらに，白井ら 12）は，埼玉県・東京都・神奈川
県・長野県を対象とした WEB モニター調査（回収
数 2,791 件）による研究を実施している。この分析
では，飯田市で得られた結果が他地域でも同様であ
ることが示されたとともに，緩和行動と適応行動の
規定の違いに踏み込んだ分析がなされている。例え
ば，①気候変動の個人への影響認知が緩和及び適応
における現在的対応を規定し，地域への影響認知が
長期的対応を規定している。また，②環境思想で
は，市民行動主義が緩和及び適応における現在的対
応を，そして自然・生物尊重が緩和及び適応行動の
全ての実施度を規定している。さらに，③性別・年
齢別に分析すると，女性，特に 30 代以上が，一人
ひとりが行動すべきという意識が強く，また，気候
変化やその個人への影響認知が高いことから，緩和
及び適応への現在的対応を高めている。

以上の結果から，気候変動の地域への影響実感を
入り口とした緩和と適応の二つの行動を学習するプ
ログラムの有効性と工夫の必要性が示唆された。特
に，気候変動への感度が高い女性を重点対象とし
て，自然を尊重する環境思想に踏み込んだ学習プロ
グラムの開発が望まれると結論づけられた。

（2）　「気候変動の地元学」の実践と評価
　（1）の結果を踏まえて，法政大学では，気候変動の
影響実感を入口とし，緩和と適応の二つの取組への
意識を高めるための気候変動学習プログラムの開発
と全国各地への普及を目的として，地域主体と連携
したプログラム開発と試行，効果測定までを一貫し
て行うこととした。2014 年度には長野県飯田市で実
施し，2015 年度には全国の都道府県の地球温暖化防
止活動推進センターの研修の一環等として実施した。

影響調べにおいては，取り上げた影響事例の一つ
ひとつについて，「影響事例のタイトル」を記入し
たうえで，その「影響の概要」等と「記入者日」，

「記入者氏名」，「情報源」を回答してもらった。こ
の際，「影響の原因となっている社会・経済面等の
要因」については，特に次のような説明を行った。

「気候変動の影響は，気温や降水といった気候条
件の変化だけでなく，人間側の社会経済的な要因に
よっても発生します。例えば，高齢者の熱中症患者
が増えているという指摘もありますが，これは単独
で暮らす高齢者が増え，近隣関係も希薄になって隣
近所で見守らなくなっていること，また，高齢者の
単独世帯に対する熱中症予防対策が遅れていること
が，社会経済的な要因として考えられます。取り上
げた気候変動の影響事例について，気候変動以外の
社会的経済的な要因として考えられるものを具体的
に記入してください。」

飯田市での試行では，98 の影響事例が得られ，
同一の回答を統合すると影響事例数は 73 であった。
一人当たりの回答は一つあるいは二つであっても，
比較的に重複した回答は少なく，共有することで多
くの影響事例を抽出することができた。回答された
影響事例について，原因となっている気候変化で
は，「夏の高温化・猛暑の増加」が 46％ともっとも
高く，次いで「冬の気温上昇」17％，「降水量の増
加・豪雨の増加」18％，「冬の積雪の変化」5％とい
う結果であった。また，影響分野では，「農業」28％，

「生活・暮らし」23％，「健康」16％，「水災害」14％，
「自然生態系」10％であった。多様な分野での影響が
回答された。

さらに，影響事例調べの結果は，地図と年表にま
とめたほか，影響分野ごとに整理してワークショップ
で報告した。ワークショップでは，個性的な結果が発
表された。重点的に取り組むべき適応策では，農業
の収量の低下，子供が暑さ慣れしていないことへの
対策，山崩れ等が共通してあげられたが，自然に詳
しい人材が多かった班では，野生生物の変化や鳥獣
害について，更にモニタリングによる調査が必要とい
う点が強調された。また，住民の意識を高めることを
強調する班もあれば，リンゴの被害では品種を変え，
魅力的な加工品づくりも図り，地域の付加価値をあげ
ていくというような戦略な方向性を示す班もあった。
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4．まとめと考察

4.1　まとめ
本稿では，法政大学（2015）「気候変動適応ガイド

ライン」の根拠となった追加的適応策に関する関連
研究を整理した。要点を以下にまとめる。

（1）　気候変動適応の理論的枠組み
気候変動の影響は，気候外力と抵抗力によって規

定され，気候外力の改善が緩和策であり，抵抗力の
改善が適応策である。さらに，抵抗力には適応能力
と感受性の二つの側面がある。災害程度に応じた適
応策を，レベル 1：防御，レベル 2：影響最小化，レ
ベル 3：転換・再構築に分けることができるが，レ
ベル 1 とレベル 2 は適応能力の向上，レベル 3 は感
受性の根本改善を図るものと整理することができる。

現在の気候災害に対してはレベル 1 とレベル 2 の
対応はなされているが，追加的適応策としてはレベ
ル 3 の感受性の根本改善の検討が必要となる。ま
た，中・長期的な影響に対する順応型管理も追加的
適応策として検討課題になる。

「感受性の根本改善」と「中・長期的な影響に対
する順応型管理」という追加的適応策は，農業分野
の既存計画等をみると十分に実施されていない。今
後の検討が求められる状況にある。

（2）　感受性の根本改善方策
「感受性の根本改善」を検討するために，影響分

野毎の社会経済的な要因分析が必要となる。想定さ
れる要因を影響分野ごとに整理した結果，感受性の
根本改善としては，①土地利用の再構築（健全な水・
大気・熱の循環を目指す土地利用政策，都市に集中
する地域構造の再構築），②気候変動の影響に対す
る社会経済的弱者への配慮（社会経済的弱者への配
慮，社会関係資本の希薄化の解消），③活動の多様
性の向上（農業経営の多様化，自助・互助・公助の多
重性）という共通的な方向性を見出すことができた。

ただし，社会経済的な要因を具体的に特定するた
めには，更に既に発生したアクシデントの根本原
因・寄与因子・背後要因を分析する RCA（根本原因
分析）や，地域に密着して影響事例とその社会経済
的要因のミクロ分析が必要となる。

（3）　中・長期的な影響への順応型管理
気候変動適応における順応型管理は，「計画時点

における気候変動の将来影響予測とそれに基づいた
政策代替案の設定と評価，実施方針の設定，将来時
点における気候変動影響や代替案の実施効果のモニ
タリングとそれに基づく政策代替案の選択と予防的
実施を行うプロセスである。」と定義することがで
きる。単純な PDCA と順応型管理が異なる点は，
①予測と代替案の設定，②監視（モニタリング）と予
防，③科学と政策の連動，④関係者による情報共有
と学習，にある。

埼玉県の水田の高温障害について，順応型管理の

検討を試行的に実施したが，適応策の代替案を評価
する科学的知見が不十分であっても，現在ある知見
をもとに可能な範囲で順応型管理の計画を策定する
成果イメージを作成することができた。

（4）　適応策の主体形成
住民アンケート調査により，気候変動の影響実感

は直接的に適応行動の実施度を規定しているのみな
らず，危機認知等を高めることにより，間接的には
緩和行動の実施度を規定していることが明らかにな
った。

これを踏まえて，地域の主体が気候変動の影響事
例を調べ，それを共有することで気候変動の影響を
自分事化し，適応策さらには緩和策を考えるという

「気候変動の地元学」を地域で試行した結果，その
実施可能性と参加者の意識を高める効果を確認する
ことができた。
4.2　考察

本稿では，追加的適応策という考え方を具体化し
たが，現在起きている気象災害への対症療法的な適
応策に留まることなく，更に一歩踏み込んだ適応策
を検討する際に有用であると考えられる。

ただし，感受性の根本改善と中・長期的な順応型
管理を，実際に行政施策として普及させていくため
には，それらの必要性と具体性を広く知らしめてい
く必要がある。

感受性の根本改善については，本研究で示した感
受性要因を探るための RCA（根本原因分析）や，地
域に密着した影響事例と社会経済的要因を掘り下げ
るための気候変動の地元学を全国各地で実施し，そ
れらの成果を共有することで，方法の確立と普及を
図ることが必要となる。

順応型管理については，適応策を評価するための
科学の成果が不足するため，現段階の検討や対策の
実施を据え置くのではなく，「（現在は実施しないも
のの）将来を見据えた対策の代替案を設定しておき，
監視を行いながら，状況を先取りして用意しておい
た代替案を実施していく」という新たな計画の方法
論として採用されることが期待される。

さらに，以上のような追加的適応策を実施するた
めには，気候変動の影響評価や要因分析，順応型管
理の計画と推進を図る専門的かつ永続的な仕組みを
地域で整備することが必要となる。この仕組みは，

「地域適応センター」とも言うべきものである。アド
ホックな情報整備と計画策定に留まらず，将来にわ
たり政策と科学の相互作用を高め，関係者の情報へ
のアクセシビリティを保証する仕組みこそ，気候変
動適応策の推進基盤として，本質的に重要である。
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